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11月の休館日：2（月）、4（水）、9・16（月）、17・24（火）、25（水）、30（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

天体観察会（夜間観望会）
　103㌢望遠鏡を使った星空観察会　※晴天時のみ
と　き　平日・土曜  19:30 ～／日曜・祝日  18:00 ～
　　　　※11月22日（日）は19:30 ～
●月　11月18日(水) ～ 23日(月祝)、26日(木)
　他、星の大集団M15、アンドロメダ銀河など
参加料　大人(高校生以上)600円
　　　　小人(小中学生)　200円　

※入館料と観望料

その他　休館日以外の晴天時は観察会を実施。雨天曇
天時は観察会を中止し、プラネタリウム室な
どで見ごろの天体を紹介。

※団体貸切やイベントなどで開始時刻が変わる場合が
あります。詳しくはホームページでご確認ください。

青谷上寺地遺跡
展示館

青谷町青谷 4064
 0857-85-0841  0857-85-0844

11月の休館日：4（水）、9・16（月）、24（火）、30（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

手形をとって記念を残そう！
　粘土に手形をとります。一生の記念になりますよ。
と　き　11月21日（土）
　　　　9:30 ～、13:00 ～、15:00 ～
対　象　3歳以下のお子さん　　参加料　無料
定　員　各回10人　※要申込み、電話にて受付
受付期間：11月7日（土）～ 8日（日）9:00 ～ 17:00

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
 0857-26-1780  0857-26-1781

11月の休館日：2（月）、4（水）、9・16（月）、24（火）、30（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

雅楽 舞楽の宴 －万葉の地に響く千年のうたまい－
　オーケストラのように演奏する「管絃」
と、舞をともなう「舞楽」をそれぞれ披露。
公演後には体験講座を予定。初めて雅楽
に触れる人でもお楽しみいただけます。
と　き　11月3日（火祝）
　　　　10:00 ～ 11:30  ※雨天決行
出　演　山陰雅楽舎　雅楽烏　　参加料　無料

組紐づくり
と　き　11月1日（日）10:00 ～ 15:00
参加料　300円（絹糸の場合1000円）
※予約不要、材料がなくなり次第終了

秋の草木染
　身近な植物を染料にして、絞り模様のハンカチをつ
くります。（協力：あかねの会）
と　き　11月15日（日）13:30 ～ 15:00
参加料　800円（材料費）　※要予約
対　象　小学生～大人

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555  0857-39-2550 

11月は休館しません　　開館時間　9:00 〜 18:00

ハードロックレボリューション vol.72
～東日本大震災復興支援ライブ～

と　き　11月8日（日）17:00 ～ 21:00（開場16:30）
入場料　1000円（1ドリンク付）、高校生以下500円（ドリンク無）

介護の日フェア
　ウクレレ演奏・薬剤師による薬の知識講座・骨密度測定・
認知症簡易診断・介護なんでも相談・介護用品展示など
と　き　11月10日(火）10:30 ～ 15:30　※入場無料

墨彩画展 ～彩光教室～

と　き　11月12日（木）～ 15日（日）
　　　　10:00 ～ 17:00（最終日は16:00まで)
入場料　無料

第８回キッズカフェ
　遷喬小学校と明徳小学校の6年生がカフェの運営を通
して働くことの大切さ、そして税金について勉強します。
と　き　11月23日（月祝）11:00 ～ 14:00
入場料　無料（飲食代は別途必要）

BONSOIR. VOL.2 ～サクソフォンアンサンブルの夕べ～

と　き　11月28日（土）18:00 ～ 19:30（開場17:30）
入場料　一般 2000円、高校生以下 1000円
　　　　(当日券は500円増し)

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

11月の休館日：2（月）、4（水）、9・16（月）、24（火）、30（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

放送大学附属図書館収蔵品展
ちりめん本 ～昔の絵で見る日本の昔話と文化～
　「ちりめん本」という明治時代に生まれた和紙を使
用して作られた欧文絵本を展示。
と　き　11月14日（土）～ 12月20日（日）

井上英穂・耕之介写真二人展
　青谷町で、親子で活躍されているプロ写真家の作品展示。
と　き　前期　11月14日（土）～ 12月6日（日）
　　　　後期　12月8日（火）～ 1月11日（月祝）

入館料（上記期間中）
 一 般 900円
 高 校 生 500円
 障 が い 者 400円
 小・中学生 300円
問 渡辺美術館（覚寺55番地）   0857-24-1152

公益財団法人 渡辺美術館 
岸本章日本画展
と　き　11月8日（日）～ 12月7日（月）
◆ギャラリートーク　11月8日（日）11:00 ～
※火曜日休館（祝日の場合開館翌日休館）
　10:00 ～ 17:00（月・水・木・金は15:00まで）

　※当月（8日以降）分と翌月（7日まで）分の情報を掲載し
ています。当月（7日まで）分は前月号をご覧ください。

■鳥取市民会館

　▷第31回安来節保存会鳥取支部発表会
　　11月8日（日）10:00 ～ 14:30

安来節保存会 鳥取支部（竹内）  0857-57-0119

　▷“舞”吉月をどり
　　11月22日（日）11:00 ～ 16:00

鳥取市日本舞踏連盟（花柳）  0857-53-4365
■鳥取市文化ホール

　▷一音会アンサンブルペアーズ第45回定期演奏会
　　11月15日（日）14:00 ～ 16:00

一音会（足立）  0857-53-5751

　▷第57回鳥大マンドリンクラブ定期演奏会
　　12月5日（土）13:30 ～ 16:30

鳥取大学マンドリンクラブ（脇坂）  080-6302-3032
■福祉文化会館

　▷第87回秋の洋蘭展示会
　　11月20日（金）～ 22日（日）9:00 ～ 16:00

鳥取蘭友会（前田）  0857-29-0992
■とりぎん文化会館梨花ホール

　▷第47回定期演奏会
　　11月29日（日）14:00 ～ 16:00

鳥取大学フィルハーモニー管弦楽団（興津）  080-3510-4834
■とりぎん文化会館展示室

　▷大煎茶会
　　11月29日（日）10:00 ～ 15:00

煎茶道黄檗売茶流鳥取支部（三田）  0857-24-9573
■宝林堂ギャラリー

　▷第12回鳥取書道女流選抜展
　　11月21日（土）～ 23日（月祝）10:00 ～ 18:00

鳥取書道連盟（岩田）  0857-59-1863
問い合わせ先　鳥取市文化団体協議会
  0857-20-0515（水・木・土・日曜日は除く）

　市 民 文 化 祭  11 月開催

 最終日（16:00 ）

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060  0857-86-6061

11月の休館日：2・9・16（月）、24（火）、30（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

ようこそ書道コンクール入賞作品展
と　き　11月８日（日）まで　※観覧無料

和紙 DE ランプづくり
　白地の和紙を使って、カッターやハサミで簡単な
ランプを作ります。
と　き　11月15日（日）・23日（月祝）10:00～、13:30～
ところ　工作コーナー
定　員　各回5人　※要申込み
参加費　500円（材料代（ランプ含む））

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070  0857-22-3030

11月の休館日：18（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

ヘッセン人形博物館との姉妹館交流20周年記念事業
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anabataコンサート
　鳥取とドイツの音楽家によるコンサート

と　き　11月3日（火祝）11:00 ～ 11:30　親子向き
　　　　　　　　　　　   15:00 ～ 16:10　大人向き
定　員　各回先着180人　※要入館料

歌声は海を越えて
　ブラジルと日本の友好を深めるコンサート
出演：ブラジル鳥取県人会コーラス部、コールおもかげ、
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子（わらべ館童謡・唱歌推進員）
と　き　11月21日（土）10:30 ～ 12:00
定　員　80人　※参加無料、要申込み（11月9日（月）～）

親子で楽しむC
コ イ ン

OINNの音楽会
　4人組の音楽隊が、楽器を抱えて東京からやってくる
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と　き　11月22日（日）11:00 ～　※要入館料

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

11月の休館日：4（水）、9・16（月）、24（火）、30（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

仁風閣お茶席 茶道体験教室
と　き　11月15日（日）11:00 ～ 16:00
ところ　宝扇庵（仁風閣裏庭の茶室）　体験料　500円

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

11月の休館日：9・16（月）、24（火）、30（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

記念講演会 鳥取士族の郡山開拓移住
と　き　11月8日（日）14:00 ～ 15:30
講　師　小山富見男さん　　定　員　70人  ※先着順

ひろげてみよう  ながめてみよう  絵図の世界
と　き　11月21日（土）～平成28年1月17日（日）
料　金　無料

共催展 第17回鳥取県児童生徒地域地図発表作品展
と　き　11月21日（土）～ 29日（日）　料　金　無料

第8回全国公募書道展「放哉を書く」
と　き　11月1日（日）～ 5日（木）　　 料　金　無料

平成27年度シニア作品展
と　き　11月13日（金）～ 15日（日）　料　金　無料

お城山展望台
河原城

河原町谷一木 1011
 0858-85-0046  0858-85-1946

11月の休館日：2・9・16（月）、24（火）、30（月）
入館料：無料  開館時間  10:00 〜 18:00　入館は、閉館時刻の30分前まで

押し花オリジナル・カレンダー作り
　押し花を使った、オリジナルカレンダー作り。
と　き　11月15日（日）　　参加料　800円

スピリチュアルトレッキング 因幡の石神さま
　因幡の石神さまを訪ねます（河原編）。
と　き　11月22日（日）9:00 ～ 14:30ごろ
参加料　1800円（保険、昼食、資料代含む）
定　員　18人程度　※申込締切：11月18日（水）

出典：天理教道友社


